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取 組 の 概 要 

本取組は、大阪府立大学工業高等専門学校における総合的な科学技術

力を育成する実験実習科目全体を「教員間連携ネットワークによるＰ

ＤＣＡサイクル」を駆使し、学校全体が一丸となって改善を図り、本

校が養成する人材像である「ものづくりの場でのリーダー的資質を備

えた創造力のある実践的な技術者」を育成する総合的実験実習科目を

体系化し、その教育的知財を「創造性教育実践集」として編纂し、広

く他高専や他大学等に情報発信するために行うものである。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 

(１)取組の実施体制について 

 本取り組みに対する実施体

制を右図の組織図に示す。 

図のように、本取組は校長

をトップとして、実質的な企

画立案は総工 GPグループが行

い、取組全体を統括した。取

組の実施は、その下の階層に

ある４つの部会が行い、各部

会は各タスクをミッションと

して、連携する校内組織にて

実施した。なお、各部会が既

存の校内組織で構成されてい

ることにより学内教職員が本

取組に関わり、本事業終了後

も継続的に本取組が実践でき

る組織となっている。 

 

(２)取組の実施内容について 

 本取組の内容のすべては、 

次の WEB サイトに GP ニュース        図１ 取組実施体制の組織図 

として、次の WEB サイトに GP ニュースとして掲載している。 

http://www.ct.osakafu-u.ac.jp/edu/GP/houkoku/houkoku.html 
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したがって、本取組の中核的取り組みである「卒業製作」および「カリキュラムの

再編」を中心についてまとめる。 

【平成２１年度】 卒業製作については、初年度に当たるため企画立案実践が同時並

行的に進行させる年度として、失敗を恐れず理想を実践することに注力した。卒業製

作テーマは「新エネルギーを応用したものづくり」とした。その展示会を平成２１年

１１月８日（日）に行った。実績数はアンケート数に基づけば、本校教職員 33 名（38％、

母数は 87 名（申請時専任教員数））、学生 189 名（18％、母数は 1061 名（申請時、全

在籍者数））、来場者 561 名であるが、実際に観覧のみを行った数はこれより非常に多

い。これらに関する基礎データは前述の教育 GP ニュース第 2 号（09.12.2 発行）に

まとめている。 

 カリキュラム再編については、技術教育実験実習 WG により、現カリキュラムの見

直しと、平成 23 年度から実施する実験実習の枠組みを議論した。 

【平成２２年度】 卒業製作の２年度目は、初年度に学生から提示された改善点を基

に多くの改善を実施してゆくことに注力した。卒業製作テーマは「持続可能な社会シ

ステムを指向したものづくり」と改して、より総合的な科学技術の諸問題が扱えるテ

ーマとした。その展示会を平成２２年１１月７日（日）に行った。実績数はアンケー

ト数に基づけば、本校教職員 28 名（32％）、学生 251 名（23％）、来場者 415 名であ

る。これらは、平成２２年度 GP 報告書（GP ポータルに公開）にまとめている。 

 カリキュラム再編については、技術教育実験実習 WG により、平成 23 年度から実施

する実験実習の枠組みを決定した。これについては教育 GP ニュース第 10 号（10.9.1

発行）にまとめている 

【平成２３年度】 卒業製作の３年度目は、平成２２年度に学生から提示された改善

点を基にいくつかの改善を行いならがら、継続的に実施できる実験実習となるように

注力した。卒業製作テーマは「持続可能な社会システムを指向したものづくり」と継

承した。その展示会を平成２３年１１月６日（日）に行った。 

 カリキュラム再編については、前年度までに決定した実験テーマに沿って平成 23

年度の新１年生に対して実践した。これについては実験実習概要集にまとめた。 

 なお、卒業製作に関しては、地元中小企業経営者で組織する NPO 法人北河内エコエ

ナジー（H21～H23）と日本技術士会近畿支部（H22～H23）に中間発表会および展示会

の評価者となっていただき連携した（延べ 30 名）。 

 

(３)社会への情報提供活動について 

毎年、本取組の事業報告書を作成し、全国公私立高専および主要大学に発送した。ま

た、毎年１度は成果公開講演会を開催し、広く市民等に情報発信をした。また公開講

演会等では、イタリアのレオナルド・ダ・ヴィンチ国立科学技術博物館ガッリ館長に

３年間お越しいただき国際的な交流も行った。これには、NPO 法人ダビンチミュージ

アムネットワークと連携した。また、本取組の成果公開は毎月本校 WEB サイトの教育

GP ニュースにて行い、毎年、文部科学省が提供する GP ポータルという WEB サイトに

成果物を掲載した。なお、これらは本校広報室が主導して行った。さらに、関連教員

は本取組の内容を教育実践記録として諸学会で発表した（主要のみで 6 件）。 
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②取組の成果 

 本取組の申請時の目的は以下の通りである。 

目的１：科学技術実験実習カリキュラムを構築する。 

目的２：共通実験室およびコース実験室の実験実習環境を整備する。 

目的３：実験実習テキスト集を編纂し、学外へ公開する。 

 本取組の目的１～３に対する達成目標は、次の通りである。 

目的１の達成目標には、教員間ネットワークにより３年間に総工の再構築を行う。 

目的２の達成目標には、実験実習環境を改善して学生の満足度を向上させる。 

目的３の達成目標には、総工テキストを編纂し関係教育機関200カ所への配布を行う。

 また、その成果は、以下のように行うこととしていた。 

目的１の評価①＝ PDCA サイクルが機能していることは教育改善委員会および

教育点検委員会によって評価され校長がその成果を数値化する。  

目的２の評価②＝授業アンケート「質問 14：総合的にこの授業はよかったですか」

項目について、評価Ａ（非常によい）が過半数を超え、かつ評価Ａ＋評価Ｂ（ほぼよい）

が全体の８０％を超えることを数値目標とする。 

目的３の評価③＝総工テキストを編纂し関係教育機関 200 カ所に配布するとと

もにホームページにて、総工テキスト配布希望受付を行い、追加で 100 の関係

機関への配布を目標とする。  

上記に対して、３年間の取り組みを通して以下の結果となった。 

目的１の実施後の評価：申請時は校長が数値化するとしていたが、採択後の議論し

た結果、校長の自己評価では客観性が低いことを指摘し、外部機関による評価が得ら

れる努力をした。その結果、平成２３年３月の大学評価・学位授与機構が実施する機

関別認証評価の評価報告書（基準）の基準２教育組織（実施体制）の評価（P48）に

おいて「教育課程を企画調整および展開するための体制として，企画調整会議，運営

会議，教務・時間割編成委員会，教育点検委員会，教育改善委員会が整備されており，

PDCA サイクルが効果的に機能するように組織化されている。また，教員間連携ネッ

トワーク，学年担任会，新旧合同担任会議，学年教科担当者会議や系・コース会議等

により学生支援，教員間の連携が図られ，教育活動が円滑に実施されている。」の評

価を得た。 

目的２の実施後の評価：この評価については、当初計画では評価が甘いという指摘

があり、アンケートの平均点で評価することとした。その結果、第１学年から第４学

年までは、平均点が 80%を越え当初の目的を達成した。第５学年においては、３年間

の評価が、71%、60%、61%と推移しており、まだまだ改善の余地があると考えている。

目的３の実施後の評価：この評価については計画通り実施した。３年間通じて学内

WEBサイトでテキスト集を集約した。また、その概要をまとめた冊子を平成２３年度

に作成し、全国公私立高専および関係大学に郵送配布した。また、文部科学省が提供

するGPポータルというWEBサイトにて、配布希望受付をしている。しかしながら、平

成２３年４月末時点では配布希望はない。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

 

 取組の評価・改善体制については、中核的な取組である卒業製作について重点的に

行った。まず、授業に対する最大の評価者は学生であるとの信念のもとに、学校が実

施する年２回の授業アンケート以外に、卒業製作担当教員による独自のアンケート

（無記名アンケート）を２回実施した。また、年度末には学生自身に自己評価という

形式の報告書を小論文として執筆させ、卒業製作の実施体制および学生自身が身につ

いた能力を評価する取り組みを行った。また、授業を受けた学生が次年度、卒業製作

を受ける学生に対して直接語りかける「伝承会」も毎年開催し、学年が異なる学生か

ら学生への情報伝達が促進される取り組みも行った。これら、数多くのアンケートや

伝承会を通して、改善や教育の充実に貢献できたと言える。 

 さらに、①取組の実施状況（３）で述べたように中間発表と卒業製作展示会には外

部の有識者（地元中小企業の経営者および技術士）を招聘して学生の製作した成果物

に対する評価及び学生の取組に対する姿勢等の評価も行った。この外部有識者の評価

については、平成２２年度と平成２３年度には VTR に収録して、学生に公開するとと

もに本取組のエビデンスとして学内サーバーに保管している。 

 

 また、本取り組みに対して、平成２３年３月の大学評価・学位授与機構が実施する

機関別認証評価のⅠ認証評価結果の主な優れた点の第１番目の項目として次のよう

に取り上げられた。 

＝＝＝＝＝＝＝ 

○ 準学士課程において、平成 21 年度に文部科学省「大学教育・学生支援推進事業

【テーマＡ】大学教育推進プログラム」に「総合的な科学技術力を育成する実験実習」

が採択され、「総合工学実験実習Ⅳ」の中でＰＢＬを活用した学生による課題解決型

総合工学実験として創造性を育む教育が実施されている。 

＝＝＝＝＝＝＝ 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

 本取組は、財政支援期間中に、カリキュラムの再構築を終え、実験実習環境の整備

と中核取組である卒業製作の実践ノウハウの蓄積し、それらノウハウを実験実習テキ

スト集として外部の教育機関に公開できる資材を確保した。 

よって、財政支援中に今後の継続実施に関して、通常の学校運営の中で継続的に開

催できる状態になっている。 

不足する資金としては、外部有識者の招聘財源がある。これについては、学内の競

争資金である校長奨励研究費に申請しながら、外部有識者の招聘財源を確保する予定

である。また、本取組で得たノウハウを外部発信する取組については、取組終了後も

本校 WEB サイトおよび GP ポータルに継続的に情報発信していくことを考えている。
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

 

 本取組の全体像をまとめたフ

ィーフレットを最終年度に作成

し、今後も広報活動が行える資

材は確保している。また、それ

ら得られた成果は、平成２４年

度以降も継続的に実践している。

本取組によって、申請書にある

「総合力と専門力を共有する技術

者教育」を図２として示す。 

この形態のカリキュラムの再

構築は学校レベルで完了した。 

また、それらをコース別に示   

図２ 総合力と専門力を共有する技術者教育 

したものを図３に示す。この

ように、各コースに専門性が

分化した後にも、コースを超

えて実験実習を行うことで、

本 校 の 教 育 理 念 で あ る 「 自

律・実践・協調」を実践する

科目として今後も継続して実

施してゆく。 

 また、３年間継続して、国

際交流を行なっている、レオ

ナルド・ダ・ヴィンチ博物館

のガッリ館長との交流も NPO

法人  ダビンチミュージアム

ネットワークと連携して、継

続してゆきたいと思っている。 

                 

 

 

 

 

                   

図３ 総合工学システム学科 

カリキュラムのイメージ→ 
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